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異なる栽培方式における大区画水田圃場の用水量特性

Comparison of Irrigation Water Requirement among Various cultivation 
Method in Large-sized Paddy Fields

越山　直子　　酒井　美樹　　中村　和正

KOSHIYAMA Naoko，SAKAI Miki and NAKAMURA Kazumasa

報　文

　北海道の大規模水田地帯では、農地集積による経営規模の拡大が進んでいることから、労働生産性を向上させる
ために、圃場の大区画化と併せて、地下水位制御システムの整備が進められている。地下水位制御システムが整備
された地域では、代かきを行わない移植栽培や直播栽培のように、省力的な方式で水稲栽培を行う面積が拡大して
いる。農業用水の配水管理面からみると、従来と異なる栽培方式の普及が進んだ場合、灌漑用水を多く必要とする
時期やその水量に変化が生じる可能性がある。筆者らは、北海道内の妹背牛町に位置する、地下灌漑が可能な大区
画水田において、4種の栽培方式、すなわち移植栽培、無代かき湛水直播栽培、乾田直播栽培、無代かき移植栽培
を行ったときの、圃場の水管理を比較した。また、その結果から、各栽培方式における用水需要の特性と用水供給
への影響を明らかにした。

《キーワード：大区画水田；用水量；地下灌漑》

　In Hokkaido, where the average farm tends to be larger than anywhere else in Japan, the development of 
groundwater level control systems and the use of large-sized paddy fields have been promoted to improve labor 
productivity. In the areas with groundwater level control systems, the area of paddy field in which labor-saving 
paddy rice cultivation methods (e.g., transplant cultivation without soil puddling, direct seeding) are used has 
been expanding. From the viewpoint of agricultural water management, it is conceivable that such changes in 
cultivation methods affect agricultural water management, because different cultivation methods in which the 
growth periods of the rice plant vary require different irrigation timing and amount. The authors compared 
the water management under four cultivation methods: transplant cultivation, direct-seeding in non-puddled 
submerged paddy fields, direct-seeding in well-drained paddy fields, and transplant cultivation in non-puddled 
paddy fields. They did this by using large-sized paddy fields with underground irrigation facilities in Moseushi 
Town, Hokkaido. The comparison clarified the characteristics of irrigation water demand and the influence of 
cultivation method on irrigation water supply for each cultivation method.

《Keywords：Large-sized paddy fields；Water requirement；Sub-irrigation》
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１．はじめに

近年、農業者の高齢化や減少が全国的に進んでいる。
2015年の農業者数をみると、20年前と比べて31％減少
しており、特に稲作では、65歳以上の割合は51%から
77%までに増加した1)。こうした背景により、新たな
食料・農業・農村基本計画2)では、担い手へ農地を集
積し、生産コストの低減により収益性を向上させるた
め、大規模経営に対応できる生産基盤として、農地の
大区画化、汎用化などの整備を進めることを重要な施
策の一つとして位置付けている。具体的な方策として
は、従来の区画を1ha以上の大きさに再編する「大区
画化」、開水路のパイプライン化や地下灌漑施設の整
備による「水管理の省力化」がある。

北海道の大規模水田地帯でもこれらの整備が進めら
れているが、他の府県とは多少異なる背景を有する。
稲作を主業とする販売農家の1戸当たり水稲作付面積
は、北海道では8.0haであり、その値は都府県の4.4倍
である3)。大規模経営に対する将来の見通しについて
は、担い手が少ない地域の水田地帯では、高齢農家の
増加により、10年後（2020年）の将来、1戸あたり30
～45haに及ぶ農地集積が要請され、現経営面積の2.3
～3倍近い規模拡大が必要となるという予測もある4)。
また、気候が冷涼であることから、水稲栽培に適する
期間が短く、春先の農作業が一時期に集中する。一般
的な水稲の栽培では、春先に苗を育てたのち、代かき
を行った圃場に苗を移植する「移植栽培」（以下、移植）
が、圃場の水口から用水を供給する「地表灌漑」によ
り行われている。しかし、経営規模が拡大すると家族
経営では労働力が不足することから、経営規模を現状
よりも拡大するためには、代かきを行わない「無代か
き栽培」や、種籾を圃場へ直に播く「直播栽培」とい
った、省力的な栽培方式を導入する等、春先の農作業
の効率化が必要となっている。直播栽培の播種作業
は、移植栽培の田植え作業よりも1～2週間程度早く行
われることから、作業時期の分散が可能となる。近年、
暗渠排水管を利用して行われる「地下灌漑」は、この
直播栽培における初期の水管理に適している。「地下
灌漑」とは、用水路に接続した暗渠管を利用し、地下
から用水を供給するとともに、暗渠の水閘の高さを調
節し、圃場の地下水位を制御することができるもので
ある。大区画水田における地下灌漑は、水管理の省力
化および乾田直播栽培における水管理の効率化を図る
ものである。

代かきは、圃場からの浸透を抑制する目的で、苗を

移植する前に圃場の表土を泥濘化させる作業である。
この代かきを省略するのが無代かき栽培であり、代か
きを行う圃場よりも浸透量が多くなる。種籾を直に圃
場へ播く直播栽培は、乾いた状態の田面に播種を行う

「乾田直播栽培」（以下、乾田直播）と、圃場に水を入
れてから播種を行う「湛水直播栽培」（以下、湛水直播）
に大別される。

一般に水田の用水計画は、移植栽培の水管理、水需
要量を前提としている。このため、無代かき栽培や直
播栽培が広がり、栽培方式の多様化が進むと、用水の
需要時期および需要量が用水計画の前提条件と異なっ
ていくと予想される。しかし、今後、普及の拡大が予
想される乾田直播栽培や無代かき栽培を行った場合、
あるいは地下灌漑を使用した場合の需要時期および需
要量を想定するのに必要な用水量の研究事例は、極め
て少ない。

筆者らは、平成23年度から平成27年度までの5年間、
プロジェクト研究「田畑輪作を行う大区画水田におけ
る灌漑排水技術と用水計画手法に関する研究」におい
て、移植栽培および直播栽培における用水量の解明を
目的として、地下灌漑が可能な大区画水田を対象に調
査を実施してきた。本稿では、多様な栽培方式におけ
る用水需要の特性と、それらの栽培方式の普及による
灌漑区域内の用水供給への影響を明らかにすることを
目的として、北海道内の妹背牛町にある、地下灌漑を
行う一筆の大区画水田における、圃場の用水量および
水管理を比較した。

２．調査方法

２． １　対象地域

北海道妹背牛町にある3筆の水田圃場を対象に調査
を行った。この地域では、2008年度から国営事業によ
る農地再編と大区画圃場整備が行われ、調査圃場では
2009年に図－1に示す地下水位制御システムが整備さ
れた。調査圃場の面積は1.5～2.3haである。圃区は支
線道路で囲まれており、圃区中央には幅広畦畔が設け
られている。小用水路は管水路形式であり、圃場には
4箇所の取水施設（管理ユニット）が設置されている。
取水は、管理ユニット内の隔壁の設置・取り外しによ
って、地下灌漑と地表灌漑のどちらか、あるいは両方
を選択できる。地表あるいは地下からの排水は、埋設
された支線排水路を通じて、近傍の明渠排水路に流出
する。

調査対象とした圃場の位置を図－2に示す。以下、
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各圃場を試験区A、試験区B、試験区Dと呼ぶ。試験
区Aおよび試験区Bの耕作は同一の農家（K氏）によ
り行われ、試験区Dの耕作は別の農家（T氏）により
行われた。水稲栽培方式の履歴を表－1に示す。試験
区Aでは、2011年に移植栽培が行われた。試験区Bで
は、大豆が1年、小麦が2年作付けされた後、2013年に
移植栽培が行われた。試験区Dでは、2011年から2013
年まで、および2015年に4とおりの栽培方式により稲
作が行われた。なお、2014年については、灌漑初期に
栽培方式が変更されため、調査対象から除外した。灌
漑方式の選択や取水量の調節は、各農家の判断により
行われた。農家聞き取りによれば、主に地下灌漑を用
いたが、圃場全体へすみやかに給水したいとき、ある
いは湛水深を深めに確保したいときに、地表灌漑およ
び地下灌漑を併用するとのことであった。

移植栽培と直播栽培では、水稲の生育初期における
水管理が異なる。ここでは、直播栽培の播種後、苗立
ちが安定するまでの期間に行われる、空気と接しつつ
水分を供給するために田面の籾をひたひた状態にする
間断的な水管理を「浅水管理」と呼ぶことにする。

２． ２　観測項目と方法

圃場における水収支を算出するために、圃場の湛水
位および地下水位を観測した。地下水位計を埋設した
深さは田面から1mである。観測点を図－3に示す。

地下水位、湛水位とも観測地点はそれぞれ4地点で
ある。また、取水時間と取水方式を把握するために、
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図－2　調査圃場の位置

表－1　栽培方式の履歴

年 試験区D 試験区A 試験区B

2010
水稲･乾田直播

（代かきなし）

水稲･移植栽培

（代かき有）
大豆

2011
水稲･湛水直播

（代かき無）

水稲･移植栽培

（代かき有）
春小麦

2012
水稲･移植栽培

（代かき有）
秋小麦 秋小麦

2013
水稲･乾田直播

（代かき無）
大豆

水稲･移植栽培

（代かき有）

2014
水稲･乾田直播

（代かき無）
春小麦 秋小麦

2015
水稲･移植栽培

（代かき無）
春小麦 秋小麦
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4ヵ所の管理ユニットの水位をそれぞれ観測した。こ
れら3項目の測定間隔は10分間隔である。地下水位と
湛水位は、それぞれ4地点の平均値を算出し、標高値
に換算した。気象については、圃場近傍において、降
雨量、気温、相対湿度、日照時間、風向・風速を10分
ごとに観測した。また、各圃場の中央の土壌を採取し、
土壌物理性試験を行った。

２． ３　圃場取水量の推定方法

調査圃場の管理ユニットは、取水量を測定するため
の流量計を設置するのが困難な構造となっている。そ
こで、圃場への用水量は、取水のあった時間帯の地下
水位変化量と土壌孔隙率の積に湛水位変化量を加えて
算出した。この土壌孔隙率は、落水後の降雨期間のデ
ータを用いて、降水量（mm）を地下水位上昇量（mm）
で除して求めた。圃場の浸透量については、普通期に
おいて観測された湛水位および地下水位が近接してい
るか否かを判別し、両者が一体化していると考えられ
る場合は田面浸透量を浸透量とし、それらの値がある
程度離れており、両者が分離していると考えられる場
合は田面浸透量と地下浸透量の和を浸透量とした。

３．結果・考察

３． １　圃場における供給水量

互いに異なる年の用水量データを用いて、栽培方式
の違いによる水管理の特徴を比較するためには、灌漑
期間中に圃場へ供給された水量として、用水量と降水
量の和である「供給水量」を算定し、比較することが
適切である。これは、少雨である年は用水量が多くな
り、多雨である年は用水量が少なくなるように、圃場
への用水量は降水量によって変動するためである。こ
こでは、同一圃場において異なる栽培方式を行った場
合と、同一農区内の圃場において慣行的な方式である
移植栽培を行った場合について、それぞれ比較を行っ
た。
３． １． １　栽培方式と用水量

4とおりの栽培方式における供給水量を図－4に示
す。移植栽培では、1)初期取水から移植前までの期間、
2)移植後から落水までの期間というように、水管理時
期ごとに灌漑期を二つに分けた。直播栽培では、1)初
期取水、2)初期取水後から浅水管理期まで、3)浅水管
理期後から落水までの期間のように、灌漑期を三つに
分けた。移植栽培、直播栽培とも、中干しを行った場
合では、中干し後の再取水は別途示した。

直播栽培の浅水管理期では、取水後に水閘を開放し
た乾田直播栽培の方が湛水直播栽培よりも用水量の値
が大きくなっていた。ただし、直播栽培における水閘
管理は農家も試行錯誤の段階であることから、必ずし
も乾田直播で水閘が解放され、湛水直播で水閘が閉じ
られるわけではない。また、浅水管理後から落水まで
の期間（中干し後の再取水期間を除く）の用水量につ
いても、乾田直播栽培の値が湛水直播栽培を上回って
いた。これは、7月に渇水が生じたことにより、他の
調査年よりも用水量が増大したためと考えられる。中
干し後の再取水量は、それぞれの年の供給水量の16%
程度であった。無代かき移植栽培では中干しが行われ
なかったので、中干し後の再取水が生じず、他よりも
供給水量の値が小さくなっていた。耕作者の聞き取り
によれば、収穫時の地耐力を確保することを目的とし
て、基本的に中干しが行われているが、この年は行わ
れなかった。灌漑期における各圃場の供給水量の比
は、移植栽培（D11）を1とすると0.9～1.3であった。
坂田ら5)の事例では、栽培方式ごとの平均減水深の比
は、乾直は湛直の1.5倍および移植の1.9倍、湛直は移
植の1.4倍であり、これと比べると、筆者らの調査結
果は供給水量の比が小さかった。
３．１．２　用水量と作付け履歴の関係 

畑作に転換した後に水田作を行う場合、圃場用水量
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図－3　調査圃場の位置
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が増大することが知られている6)。そこで、作付けの
前歴が異なる移植栽培圃場における用水量を比較す
る。移植栽培圃場における供給水量を図－5に示す。
試験区AおよびBでは、水稲へのタンパク質吸収抑制
試験のための水管理が行われた。この水管理は、水稲
の出穂期前後において落水と取水を繰り返すものであ
り、地下灌漑による土壌窒素分の制御を目的として試
験的に行われたものである。通常の水稲栽培ではこの
ような水管理は行われないことから、タンパク質吸収
抑制試験のための用水量を除いた供給水量の値を用い
て比較することとした。この結果、供給水量をみると、
最も値が小さいのはA11であり、D12はA11の1.9倍、
D15は1.8倍、B13は2.1倍であった。灌漑期全体の供給
水量を見た場合、圃場が湛水状態となる時期では、圃
場内の土壌が飽和され、浸透量が小さくなるため、各
圃場の供給水量の差が生じにくくなることが考えられ

る。しかし、A11のように極端に供給水量の値が小さ
い圃場もあったことから、前歴についての影響は明白
ではなかった。また、中干し後の再取水量を比べると、
B13の値はA11の2.5倍であった。B13では前年度まで
の3年間、転作が行われていたことから、土壌の亀裂
が発達し、耕盤層の透水性が大きくなった可能性があ
る。前歴の影響については、さらに多くの事例を分析
する必要がある。 

３． ２　栽培方式と用水需要時期

各栽培方式の灌漑区域内の用水需要を比べるため
に、移植栽培、直播栽培における、初期取水から落水
までの期間の累計供給水量をそれぞれ図－6および図

－7に示す。ここでは、用水供給または有効雨量があ
ったときの累計値をプロットした。

移植栽培では、初期取水の6日後に、無代かき移植
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有効雨量 用水量（タンパク質吸収抑制試験）

D12
（ 移植 ）

A11
（ 移植 ）

D15
（無代かき移植）

B13
（ 移植 ）

図－4　各栽培方式における供給水量

図－5　移植栽培における供給水量
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栽培では11日後に田植えが行われた。農家への聞き取
りによれば、代かきの有無に関わらず、移植栽培では
代かきの1週間後に移植を行うが、2015年ではT氏の
所有する他の圃場作業が立て込んでいたため、田植え
作業が遅れたとのことであった。田植えから落水まで
の日数は、移植栽培は98日、無代かき移植栽培は111
日であった。苗が移植された以降は、水稲の生育状況
および圃場の排水状況によって、落水日に差が生じた
と考えられる。また、直播栽培では、初期取水から落
水までの日数は、湛水直播栽培は95日間、乾田直播栽
培は99日間であった。2011年および2012年では、融雪
の遅れに伴い、播種または田植えの日が遅れたが、成
熟期の差は、移植栽培で5日、直播栽培で7日であった。

中村ら7)によれば、調査圃場が含まれる灌漑区域に
おいて、移植栽培と乾田直播栽培の初期取水日を比べ
ると後者が8～10日遅く、現状では配水に支障を生じ
るような水需要の集中は起きていなかった。また、聞
き取りによると、地区内の直播栽培の平年の播種時期
は、湛水直播よりも乾田直播の方が5～10日早い。調
査圃場では、無代かき移植栽培と代かき移植栽培では、
初期取水から田植えまでの日数に差があったことか
ら、融雪の遅れがなければ、栽培方式の多様化が進む
と、水管理や営農作業の時期がずれることにより、灌
漑期初期の用水需要は分散する可能性がある。

３． ３　湛水位および地下水位の経時変化

各栽培方式における湛水位および地下水位の経時変

化を図－8に示す。いずれの年においても、非灌漑期
の地下水位は地表面より-0.80m程度であり、灌漑方式
は地下灌漑が主に使われていた。中干しについては、
調査を行った4年のうち、無代かき移植栽培を行った
2015年でのみ行われなかった。

直播栽培の浅水管理期を比較すると、湛水直播栽培
では地下水位が地表面より-0.25m程度を保ちながら
取水が行われていたのに対して、乾田直播栽培では、
取水した後に地表面より-0.80m程度まで低下してい
た。両者の違いは、先述したように農家が試行錯誤的
に暗渠排水の水閘管理を異なる方法で行ったために生
じたものである。

移植における移植後の湛水位および地下水位の経時
変化を比べると、移植栽培では地下水位が低下しても
湛水位が保たれていたのに対し、無代かき移植では湛
水位と地下水位がほぼ一体的に変動しており、中干し
も行わなかったことから、落水までは地下水位に大き
な変化がみられなかった。各栽培方式の透水係数を比
較した室内試験結果のデータはないが、これは、代か
きが行われた移植栽培では、耕盤層の透水性が比較的
小さかったのに対して、無代かきの移植栽培では、こ
れよりも透水性が大きかったことによると考えられ
る。さらに、これらのように、各栽培方式における供
給水量の差は、浅水管理期の水閘操作や中干しなどの
営農管理やタンパク吸収抑制試験のような用水管理に
よって発生する栽培管理用水量により生じるといえ
る。
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４．まとめ

北海道内の地下灌漑を行う一筆の大区画水田圃場を
対象として、慣行の代かき移植栽培、無代かき移植栽
培、無代かき湛水直播栽培、乾田直播栽培の用水量お

よび水管理を比較した。結果は、以下のとおりである。
 1)  4種の栽培方式を行った圃場における灌漑期間の

総供給水量は、慣行の移植栽培の0.9～1.3倍であ
った。調査圃場の周辺は地下水位が高く、浸透量
が抑制されることから、各栽培方式の供給水量に
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図－8　湛水位および地下水位の経時変化（試験区D）
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大きな差がみられなかった。また、前歴が異なる
移植栽培圃場の供給水量に差がみられた。これ
は、灌漑方式および圃場作付けの前歴の違いが影
響したためと考えられる。

 2)  代かき移植栽培と無代かき移植栽培では、初期取
水から田植えまでの日数に差がみられた。融雪時
期の遅れが大きくない場合、栽培方式の多様化が
進むと、水管理や営農作業の時期が栽培方式ごと
にずれることにより、灌漑期初期の用水需要は分
散する可能性がある。

 3)  各栽培方式における供給水量の差は、営農管理に
よって発生する栽培管理用水量の影響を受ける。

今後は、同一年において異なる栽培方式の水需要時
期を比較し、灌漑区域内の用水需給への影響を調査す
る必要がある。
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